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ESD-J の 設立 5 年目、ESD の 10 年 3 年目 であった 昨年 も、ESD-J は 国内外 における ESD の 10
年の推進にむけて大きく貢献してきた。とくに、本報告書にも詳細が記されているが、政策提言に
かかわる分野での ESD 推進議員連盟の設立や ESD 国内実施計画にもとづく円卓会議の具体化など
は、今期の主要な成果の一つである。また、経済界への ESD の浸透は懸案事項の一つであったが、

経団連 の 協力 を 得 て、加盟企業 へのセミナーの 開催 や 関心 の 高 い 企業 への ESD 研修 など、一定 の
成果 を 得 ることができた。 このような 前進面 がある 一方、新学習指導要領 への ESD のインプット
においては、大きな壁があることも思い知らされることとなった。各活動の到達点は本書を参照し
ていただきたい（☞ 100 ページ〜）
。
さて昨年、環境教育に関する大きな国際会議が 2 つ開催されたが、幸運にも両方に参加すること
ができた。一つは、2 年ごとに開催されている環境教育の国際会議である第 4 回世界環境教育会議

（於 : 南 アフリカ 共和国・ ダーバン ） と、1977 年以来 10 年 ごとにユネスコが 各国政府 と 協力 して
主催してきた環境教育会合である第 4 回環境教育会議（於 : インド・アーメダバード）である。両
会議ともに ESD は主要なテーマであり、ほとんどの発表がなんらかの形で ESD にかかわるもので
あった。ESD はいまや 環境教育 の 主流 というよりは、環境教育 から ESD への 流 れが 主流 になって
いることを確信する機会となった。
なかでも、 アーメダバード 会議 においては、2006 年 から ESD-J が 取 り 組 んできたアジア ESD

推進事業（AGEPP）ワークショップを開催し、アジアの ESD の取組みおよび ESD-J の存在を世界
に 知 らせることができた。 このワークショップには、欧米 を 含 む 世界各地 から 環境教育 や ESD の
エキスパートが 参加 し、 われわれの 取組 みに 大 きな 関心 を 示 すとともに、世界 の ESD におけるア
ジアの役割や、AGEPP にみられる ESD-J のイニシアチブに大きな期待の声が寄せられていた（☞

124 ページ）。
昨年 5 月に国連本部に於いて開催された第 15 回 CSD（国連持続可能な開発委員会）会合におい
ても、ESD-J の取組みを紹介する機会を得たが、そのさいにも参加者から同様な期待の声を聞くこ
とができた。ESD-J の活動に皆一様に驚き賞賛してくれるのは、ESD-J のようなネットワーク組織
が他国には存在していないことが大きな理由である。すなわち、多様な NGO がネットワーク組織
を形成し、政府・企業をも含めたオールジャパンの活動を促進、さらにアジアのネットワークまで
をもつくりだしていること、などである。

私たちが ESD-J を設立した原点は、ESD の 10 年の提案者としての責任を果たそうという一点で
あった。他国 にはないユニークな 存在 に 成長 した ESD-J の 存在理由 はまさにここにある。来春 に

予定されている ESD の 10 年中間会合（於：ドイツ）にむけて、再度、この一点を共有し、持続可
能な社会の実現にむけて私たちに課された課題を確認し、その到達点を冷静に評価し、今後の戦略
を練ることが求められている。
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